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平成２５年 １月発行 

編集後記 

【発行：長尾町自治会】 

住 所：北区長尾町宅原 

        319-2 

連絡先：長尾連絡所 

 (電話) 078-986-2581 

行 事 予 定 

お悔やみ 

ご冥福をお祈りします。 

 <H24.7.1以降に亡くなられた方を掲載しています。> 

◇ふれあい昼食会 〔神戸市助成事業〕 

 ・１月１９日〔土〕・２月１６日〔土〕・３月１６日〔土〕 ※毎月第３土曜日 

◇県民交流広場事業 

・懐かしの映画鑑賞 

・料理ボランティア養成料理講座 

・ケーキ・お菓子作り 

・パソコン教室 

活 動 内 容 １月      ２月      ３月    世話役団体 

１４〔木〕２８〔木〕 

福寿会 

ふれまち協 

民児協 

ふれまち協 

・茶話会 ８〔金〕２２〔金〕 民児協 

※時間等、詳しくは世話役団体へ問合わせ願います。 

◆<下宅原>山 本 三 郎さん[82才]H24.11.18 

１０〔木〕２４〔木〕 １４〔木〕２８〔木〕   

１１〔金〕２５〔金〕 

９〔土〕 

◇１月１３日〔日〕 

 ・多聞寺 毘沙門天大祭 

 

◇１月２０日〔日〕 

 ・市民防災の日 

   長尾消防支団 町内広報パトロール 

 

◇１月２１日〔月〕 

 ・初詣・奈良日帰りの旅〔福寿会〕 

 

◇１月２４日〔木〕 

 ・新春の集い〔長尾町自治会〕 

 

◇２月１０日〔日〕 

 ・有井地区 日帰り旅行 

 

◇３月９日〔土〕 

 ・五町親睦グラウンドゴルフ大会  

      場所：神戸ﾌﾙｰﾂﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ 

      時間：午前８時３０分～受付 

      会費：無料 

８〔金〕２２〔金〕 

２５〔金〕 

 <H24.7.1以降に誕生された赤ちゃんを掲載しました。> 

【有井】 

パパ〔桂正  篤 〕 

 

ママ〔桂正 美悠紀〕 

      はやて 

桂 正  颯 ちゃん〔長男〕 
平成２４年 ８月１４日生まれ 

皆様に愛される子になりますように。 

              パパ、ママ 

《岩 谷》 秋田 尚吾 

      岡田 佳奈 

      北田 夏基 

      富山 賀奈子 

《上上津》 西村 準也 

      水野 朋実 

        新年明けましておめでとうご 

       ざいます。長尾町の皆様方には 

       ご家族ともども輝ける平成２５ 

       年の新年を迎えられたことと、 

       お慶び申し上げます。旧年中は 

       自治会活動に格別のご支援ご協 

       力をいただき、心から感謝いた
しております。    

 昨年は、ロンドンオリンピックで日本が史上
最多のメダル獲得や、東京スカイツリーの完成
開業など、明るい話題も多くありましたが、全
体的には政治の混乱や経済・国際問題など暗く
重たいニュースで推移した一年であったような
気がします。そんな世相にも係りなく、長尾町
では「地域の更なる連携」という不変の信念の
下、恒例行事の継続・発展に加え、上上津地区
での「鮮菜フレンズ市場」の新たな取り組み、 

又幼稚園、児童館などを中心に、子供を主人公
とした種々の催しなど、長尾町のみならず、上
津台との連携も更に深めた一年であったと振り
返っております。 

 何より「ながお町かわら版」で強く結ばれた、
地域の連携や活動が、神戸市から高く評価され、
昨年１１月に長尾町自治会が栄えある「地域活
動賞」を市長から賜り、誇り高き一年を締めく
くれたことは、長尾町全体の大きな喜びともな
りました。 

 今年も、これを励みに、なお一層の地域の連
携を目指し頑張りますので、皆様の益々のご支
援ご協力をお願いし、念頭のご挨拶といたしま
す。 

平成２５年 元旦 

   長尾町自治会長 

    岡田周一 

 長尾町は高齢化が進んでいます
が、反面、時間の余裕のある方も増
え、多くの方々が地域の様々な活動
に参加されています。それらの活動
について、一人でも多くの皆さんが
関心をもたれることが、長尾町の活
性化に繋がると考えています。今年
も「ながお町かわら版」が地域の
様々な活動を各家庭にしっかり届け
られるよう、編集員一同、頑張りま
すのでよろしくお願いします。   

         Ｋ，Ｋ 

                       

☆社会人として、自分の行動に責任を持ち、社会に貢献できるように努力していきたいと思います。〔岡田〕 

☆私の抱負は、１０代とは違った私であることです。変化し、また、成長したいと思います。〔富山〕 

☆大人としての自覚を持ち、責任を持って行動して行きたいと思います。〔西村〕 

☆自分のことだけでなく、まわりにも気を配れるような大人になりたいです。〔水野〕 

☆責任と自覚を持ち、努力していきたいと思います。〔植嶋〕  

☆「大人」へのスタートラインに立った自覚を持ち、自分らしく成長していきたいと思います。〔岡村佳〕 

☆ポジティブシンキングと日々精進を心がけ、目の前にある事から逃げず、夢を叶えるためにつっ走ります！        
                                            〔岡村朋〕 

☆責任を持って行動し、目標に向かって頑張っていきます。〔下浦〕 

☆大学での勉強とアルバイトの両立、１０代よりも充実させる。大学卒業までに彼女を作る。〔中村〕 

☆初めて選挙の投票に参加し、社会の一員になったと実感しました。これからは責任ある行動を取れるよう努力 

 します。〔岡〕 

◆<下上津>平 塚  博 さん[80才]H24.11.5 

◆<下宅原>小 谷 みさをさん[91才]H24.12.13 

《下上津》 植嶋 礼美 

      岡村 佳奈 

      岡村 朋幸 

      下浦 涼太 

《豊 浦》 中村 徹哉 

《 岡 》 岡  泰規 

・お父さんの料理教室 ２６〔土〕 

<平成４年４月２日から平成５年４月１日の間にお生まれの方> 

  《この年の主な出来事》 

◇ＪＡ長尾支所ＡＴＭ稼動 

◇上上津集会所新築 

◇兵庫県立人と自然の博物館開館 

◇外国人初の横綱誕生〔曙〕 

◇毛利衛さん宇宙へ 

◇バルセロナオリンピック開幕 

１年５ヶ月ぶりの「こんにちは」赤ちゃん！ 

１３〔水〕 

自治会〔婦人会〕 

http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A8vY8pPOw85Q5jwA.WmDTwx.;_ylu=X3oDMTFvMm10N2ZmBHBhdHQDcmljaARwb3MDMQRwcm9wA2lzZWFyY2gEcXADcWh2BHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=1aul6im57/EXP=1355828622/**http%3A//rd.yahoo.co.jp/search/direct/isearch/%25CC%25A6%25C7%25AF%2B%25A5%25A4%25A5%25E9%25A5%25B9%25A5%25C8/%25CC%25A6%25C7%25AF%2B%25A5%25A4%25A5%25E9%25A5%25B9%25A5%25C8/*http%3A//image.search.yahoo.co.jp/search%3Frkf=2%26ei=UTF-8%26p=%25E5%25B7%25B3%25E5%25B9%25B4%2B%25E3%2582%25A4%25E3%2583%25A9%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2588


－２－ 

町内の出来事 
婦  人  会 

〔１０月２１日〕 

消 防 支 団 

〔１０月１２日〕 

〔１２月８日〕 

〔１２月３日〕 

 〔１１月１３日〕 

 

                １０月２１日〔日〕朝から雲一つ 

               ない秋晴れのもと、来賓等を含め約 

               ５５０名が参加して盛大に行われま 

               した。例年より、約一週間早く開催 

               したこともあり、朝から汗ばむほど 

               の陽気の中、各種競技が繰り広げら 

               れました。特に、地区別得点種目に
ついては子供から、年配の方まで地区カラーの大きな旗をふり声を限
りの応援となりました。運動会は町内の一代 

イベント、グランドのあちこちで年代を超え 

たコミュニケーションの輪が広がっていまし 

た。身体を動かすこと以外にも大きな成果が 

あったのではないでしょうか。ご協力して頂 

いた体育委員のみなさん、消防団、婦人会、 

福寿会他のみなさんご苦労さまでした。 

 

《成績》優勝：岩谷地区  準優勝：有井地区  ３位：上上津地区 

 

 平成２４年１１月１３日〔火〕 

神戸市中央区の相楽園会館におい 

て、平成２４年度あじさい賞・地 

域活動賞合同表彰式が行なわれま 

した。あじさい賞は個人３９名、 

地域活動賞は２７団体が受賞しま 

した〔北区は３団体〕。長尾町自 

治会は、住民参加の様々な行事の 

企画実行と「ながお町かわら版」 

を通じた住民の活力向上という車 

の両輪が、小さな町でうまく実現 

していることに対して受賞したも 

のです。矢田市長より岡田会長に対して表彰状が授与されました。  

 

福 寿 会 〔１１月１９日〕 

              爆弾低気圧の影響を受け、非常に風 

             が強い中、長尾幼稚園の園庭において 

             、第７回「親子餅つき大会」が行われ 

             ました。風の中でも青空が広がり、子 

             ども達は賑やかに園庭を駆け回ってい 

             ました。もち米６０ｋｇ、小豆５ｋｇ 

             、大根１０本、きな粉２ｋｇで、参加 

             総数３５０名のお腹をお餅で一杯にし 

             ました。 

 若いお父さん達は慣れない手つきでの餅つき、子ども達も小さな
杵を振り上げてベッタンコ！又、簡易釜戸で 

火を焚くのは始めての経験、おじさん達の指 

導を受けながら興味深く火の当番！地域の活 

性化と親子の絆をより深めるよい機会となっ 

たのではないでしょうか？準備をして頂いた 

関係者の皆さんご苦労さまでした。 

〔主催：長尾ふれまち協、長尾児童館子育てコミュ、神戸市立長尾児童館〕 

 平成２４年秋から平成２５年１月６日までに永年の功績に対し
て表彰を受けられた長尾支団の団員を紹介します。おめでとうご
ざいます。 

１．兵庫県知事表彰 

 永年勤続功労章 

 第二分団 小南昌玄 

 

２．兵庫県消防協会長表彰 

 精績章  

 第三分団１班団 員 内垣映二 

 精勤章 

 第一分団団 員 鶴田佳伸 

 

３．神戸市長表彰 

 第一分団団 員  今西昌敏 

 第二分団分団長  森 敏剛 

 

４．北消防署長表彰    

 第二分団団 員 小南宏樹 

 第四分団分団長 岡田龍二 

 

５．北消防団長表彰  

 第一分団団 員 安井英智 

 第三分団１班団 員 上仲正純 

 

綱引き決勝 

爽やかな空気を胸に、準備体操 

市長、北区長他と受賞者のみなさん 

●大菊花壇の部 憂愁精興園賞 

           以前から大菊三本立を主に作ってきました 

          が、一昨年から三木市の飯田勇夫様に講師を 

          お願いして小菊盆栽も手がけています。飯田 

          講師や神戸市公演緑化協会の勧めもあって、 

          相楽園の神戸菊花展覧会に福寿会から出展す 

          ることにしました。１０月９日から福祉セン 

          ターに大菊を持寄り準 

          備を始めました。１０ 

          月１５日に会場の相楽 

          園搬入、その後も審査 

          日の１１月２日までに 

          何回も現地に赴き手入 

れ、丹精を込めた結果、見事に受賞すること 

が出来ました。 

●小品盆栽の部 憂愁サンテレビ賞 

 〔奥〕 

●木添え作り・一鉢出品の部  

        優良賞〔手前〕 

    下上津地区に今年２月にリニューアルオープン。 

    場所は地域福祉ｾﾝﾀｰの川向こう、洒落た洋風の
建物、オーナシェフの安東志麻さんが長尾町上津で丹波
の素材を使って、出来たての逸品を提供されています。 

 自然大好き田園風景が広がり空気の美味しい、この地
でお客様とご一緒に人生を 

楽しく、食も文化も楽しみ 

ながら本物を見て過せたら 

と思い始められたそうです。 

 スパイシーな大人の辛さのビーフカ 

レー〔1300円〕は人気のメニュー。ま 

た明石・淡路の新鮮なお魚を使った「 

和のランチ」〔2000円〕も自慢の料理。 

 一度味わってみては如何でしょうか？３月より月に一度ジャズラ
イブも行われるとのこと。        電話078-986-2301  

ビーフカレー、サラダ付き 

 北神区民センターで、区長、副区長、有馬警察署交通課長など行
政関係者多数出席の中、住民自治組織代表者が参加、熱い議論が交
わされました。長尾町自治会からは岡田会長が出席、長尾川の土の
堆積や中国自動車道測道の草刈などに 

ついて切実な訴えを行った他、鹿の子 

台自治協議会、上津台自治会協議会な 

ど、北神１６自治組織から３６件もの 

議題が出され、地域のために熱い訴え 

を行いました。行政側も「出きること 

はすぐにやる！」非常に前向きな姿勢 

が強く感じられた、有意義な懇談会と 

なりました。 提案説明 岡田会長 

初めての釜戸で火の当番 

ベッタンコ、ベッタンコ 
・北区リーグ戦 春夏連覇 ・北区長旗 準優勝 

・地域親善試合〔ヤノスポーツ杯〕３位 

・全市大会出場 

・県中学校バスケットボール 

  新人大会出場 ⇒ﾍﾞｽﾄ16 

 片山磨生 中尾惇志 

 野村佳暉 

 

・神戸市総合体育大会 

 ダブルス３位 ⇒ 県大会出場 

・神戸市中学校秋季大会〔新人戦〕 

 ダブルス準優勝 ⇒ 県大会 

  有井はるか     ﾍﾞｽﾄ16 

   

    １２月３日神鉄岡場駅の三田側 

   県道寄り数百ｍの高架下にオープ 

  ンしました。ごみの３Ｒ〔リデュー 

 ス、リュース、リサイクル〕について 

 市民が関心をもつための体験型の啓発 

施設です。育児・子供用品・古本などを 

無料で受け取り、必要とする方に使って 

頂くシステムです。運営は北区連合婦人 

会が行っています。また、毎月子供達を 

中心としたイベントを行っています。１ 

２月２３日〔日〕は、ぶどうの蔓を使っ 

たクリスマス、お正月用のリースを親子 

で作りました。今後の予定は◇１月２０ 

日〔日〕お手玉作り＆遊び他◇２月２４日〔日〕間伐材を使った
工作。是非、一度参加して見て下さい。 

リサイクル工房ほくしん 

親子でリース作り 

お問合わせ先：リサイクル工房ほくしん 電話078-987-3144 


